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新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日

http://www.shin-osakarc.jp
■ 事務局

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@blue.plala.or.jp
■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／生尾 雅美 幹事／久富 義郎 会報委員長／松川 雅典 会報副委員長／太田 雅裕
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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Date 2015.6.10

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ ロータリーの目的 ＊＊＊
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

言行はこれに照らしてから

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて

1. 『真実』かどうか

価値あるものと認識し､社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものとすること。

2. みんなに『公平』か

第３ ロータリアン一人一人が､個人として､また事業及び社

3. 『好意』と『友情』を深めるか
4. みんなの『ため』になるかどうか

http://www.shin-osakarc.jp

会生活において､日々､奉仕の理念を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネットワーク
を通じて､国際理解､親善、平和を推進すること。

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1417 回例会／2015 年 6 月 10 日
本日の世界の言葉
「イヤイライケレ」 （アイヌ語）
標
語
「Light up Rotary」
「ロータリーに輝きを」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
唱

卓

第 1416 回例会報告 （6 月 3 日）
■司会進行

SAA 武市会員

■唱

歌

SAA 植田会員

■来賓紹介

SAA 植田会員

大阪北梅田ＲＣ

■出席者報告
第 1416 回例会

歌 「ふじの山｣
あたまを雲の上に出し
四方の山を 見下ろして
かみなりさまを 下に聞く
富士は 日本一の山

会員数 32 名
出席数 23 名

寺岡 龍彦 様

SAA 武市会員
2015 年 6 月 3 日
出席率 81.25％
欠席 6 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1415 回例会（5/27）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 90.63%
5/16 花原会員
5/16 山本会員
5/16 湯浅会員

話
「新旧各委員会引継ぎ」

1111
「ロータリーに輝きを」
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2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン

新大阪ロータリークラブ
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう

■会長の時間

会長

生尾 雅美
2015.6.3

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA
鋳方会員

稲田会員
中川会員
久富会員
三島会員
村木会員

生尾会長と６月が誕生月の大石会員

田中会員
今日は久しぶりの雨です。花や草木
もきれいになりましたネ！これから暑
くなりますが元気にやっていきましょ
う！
月初にて。
梅雨入りですね。ここだけは晴れや
かに。
北野さん田中さんありがとうございま
した。実れば良いがどうなることやら。
月初にて。
３０周年、皆様お世話になりました。あ
りがとうございました。
中尾巧先生の書籍販売に御協力頂
き、有難うございました。
先週土曜日は「ひったくり防止キャン
ペーン」に参加いただきありがとうご
ざいました。
先日妻の誕生日に美味しい野菜をた
くさん頂き有り難うございました。

村角会員
司会のアナウンスが女性ですと聞き心地が良いです
ね。
山路会員
今日の司会席は３人共いのしし年生まれで、３世代揃い
ました。
以前にもお話したことがありますが、私のＰＣに国際ロー
山本会員
タリーの事務局よりメールが届きます。言語が選べるように
なっているので困りませんが、今朝届いたのは２０１６～１７
年度の会長賞についてのアンケートでした。
本日の合計
我新大阪ＲＣは大石さんが会長の年にもらった事を記
今年度累計
憶していますが、やはりメンバー１人ひとりが入賞基準を理
解し、それを目標にするのもクラブが１つにまとまる事の出
■幹事報告
来る手段ではないかと思います。
■災害復興Ｐ基金報告

６月 ３日

３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、久富会員、村木会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

4,000 円
159,000 円

ッ

ク

ス

鋳方会員、久富会員、村木会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

「ロータリーに輝きを」

4,000 円
161,000 円

－2－

告

53,700 円
1,355,535 円
幹事

久富 義郎

・６月の予定表を本日配布しております。後程データも送
信致します。
・先週集めました「ネパール地震義援金」は合計３万円に
して、地区へ送金しました。
・６月２５日に若手ロータリアン勉強会「若輪会」が開催され
ます。対象の会員へは案内をメール送信しておきました。
（会長幹事慰労会と日程が重なっております。）
・３０周年記念式典においてライフ・リバーへ１６万円の寄
付をしましたが、畑野先生より領収証と使途の報告書が
届きましたので、回覧します。
・元会員の向井 強様より［修羅］写真展の案内が届きまし
た。次の日曜日まで開催中です。ご都合のつく方は足を
お運びください。回覧します。
・６月１７日（水）は夜例会です。１８時３０分より１９時３０分
まで例会を行い、その後２０時３０分まで懇親会（自由参
加）と致します。又当日は次年度のガバナー補佐訪問と
なっています。多数のご出席をお願いします。
2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン

新大阪ロータリークラブ
・例会終了後、定例理事会を開催しますので、理事の皆
様ご参集ください。
次年度関連
・本日次年度の例会予定と、委員会編成表を配布しており
ます。次週は委員会引継ぎをしますので、よろしくお願い
します。
・次年度クラブ事業計画書の原稿を未提出の方は、今週
中にデータにて提出をお願いします。

２．菅本式典祝宴委員（コンサート担当）よりコメント
１ 曲目を決めるのが大変！
一生に一度しかない当クラブの 30 周年式典。コンサートが
45 分と時間が決まり、新大阪ＲＣにふさわしくそして意味の
ある曲（タイトルや歌詞）を
選曲すること！
そして奏者さんに演奏してもらえるのかどうか等少し心配し
ました。（富田さんにも選曲チェックしてもらいました）

2 短時間でのリハーサル！
お琴 3 名 ヴァイオリン奏者 4 名 オペラ 2 名 サックス奏
者 1 名は 16 時前に控室入りの予定でしたが、すでに 14
■ローターアクト小委員会
菅本 泰年 委員長 時半には控室に入ってくれてました。
すぐにでも始めたいところでしたが、会場の準備のタイミン
淀川ＲＡＣ今年度最終例会のお知らせです。当クラブから グやその他に支障が出るので、結局 16 時過ぎてからから
会場入りをしてもらいました。
も出席をお願い致します。
ピンマイクの数や番号の確認（曲によって演奏者の音出し
【開催日時】2015 年 6 月 16 日（火）登録開始 19：00 開 の強弱があるため）、立ち位置のマークチェック、動き、
音だしチェック（この辺は音響さんとのやり取り）。
会点鐘 19：30 閉会点鐘 21：30
一番気を使うところは若い演奏者の冗談や笑いの対
＊二次会ございます。
応！こちらはリハを少しでもできるよう対応しているが、若
【場所】中国料理 桃谷樓 ルクア イーレ店
い奏者はきっちり真面目にリハもするが、所々に冗談もは
大阪市北区梅田 3-1-3 ルクア イーレ 10F ルクアダイニ
いるのでメリハリの対応をしなければいけませんでした。
ング ☎０６－６４８５－７１７１
http://www.tokokuro.jp/shop/osaka/index.html
3 演奏 2～3 分前に大慌て！（ここ、一番焦ったところ！）
【登録料】RC 8,000 円／RAC 4,000 円／OB・OG 5,000 円 ホテルの現場を仕切るキャプテンには、「元米山奨学生の
【登録先】大阪淀川 RC 事務局( fax ０６－６４５６－２１００) 紹介」の後に「ミニコンサート」をするリストを渡していまし
【登録締切】6 月 12 日（金）
た。
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話

「創立３０周年記念式典・祝宴

ウラ話」

しかし実は「元米山奨学生の紹介」の後にはサプライズで
「会友の紹介」がありました。
そのことを知らないキャプテンは、「元米山奨学生の紹介」
の後に、料理の流れや料理がいきわたっているかを確認
し、ちょうどスープを出し終わるタイミングで演奏ＧＯ！の合
図をする予定でした。
（演奏が始まって料理を出すと奏者の邪魔になるので料理
は一度ストップします）私は慌ててキャプテンを探しに会場
内、会場裏を走りまくりました。キャプテンを捕まえ説明をし
て、インカムでＰＩ（音響）やスポット等に確認をとってもらい、
無事に「会友の紹介」の後に演奏することができました。

最後に
まだ準備段階の時に吉田会員村木会員に進行内容を説
明すると、「よし、まかせた！口は出さんから！」と言っても
らい、自分の責任感と心強い方たちがいてくれてる感謝の
気持ちでいっぱいでした。
大石会員にも「ゆったりばかりでなく、激しい感じも入れな
１．村木式典・祝宴委員長よりコメント
あかんで！」など、アドバイスをいただき、自分なりにアドバ
イスに近いものになったかと思いました。（全然アドバイスと
皆様のご協力のお蔭でカラオケ大会終了間近にテノール 違うかったらすみません(^_^;)
のお父さんより、本日の行事、企画１００点、人材１００点、
実行１００点合計３００点を頂けました。ありがとうございまし これからも全員で協力して新大阪ロータリークラブの歴史
た。この後は、祝宴の華、バイオリン等のショーを企画した にすてきな思い出を刻んでいきましょう。
菅本会員にお話していただきます。
「ロータリーに輝きを」
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2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン

新大阪ロータリークラブ

次週のプログラム

会報小委員会よりお願い
週報の原稿は必ずその週の金曜日
までに事務局にお出しください。
週報作成に間に合わない場合には
掲載できないことがあります。
委員長 松川 雅典

第 1418 回例会／2015 年 6 月 17 日
夜例会 「ガバナー補佐訪問」
◆世界の言葉
「イヤイライケレ」
（アイヌ語）
◆国歌斉唱
◆唱 歌

本日のメニュー
～和食（１００万ドルミール）～
和膳のひととき

「君が代」
｢ふじの山｣

◆卓

話
「一年を振り返って」
生尾会長
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
久富幹事
・（C）ikoi・Miho´s house 他
「退会のご挨拶」
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
武市 直子 会員

べジファースト
『2 種類のオクラとフルーツパプリカ』
五穀米の鯛ごはんと
鯛の西京味噌漬汁

・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

冷製戸隠そばに大和芋とろろと一緒に
海老と野菜の天婦羅をのっけて
デザート ひんや～り よもぎ あいす

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

珈琲

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

予定表
月

日
６

７

曜日

予定

時間他

１０

水

第１４１７回 例会 「新旧各委員会引継ぎ」

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

１７

水

第１４１８回 例会 夜例会 「２０１５年度ガバナー補佐訪問」

１８：３０～ （一部会員は１７：３０～懇談会）

２４

水

例会休会

１２：００～１２：３０ＭＵ受付

２５

木

会長・幹事慰労会 於 ＡＮＡクラウンプラザ大阪

１８：３０～

１

水

第１４１９回 例会 「新年度挨拶」久富会長・田中幹事

１３：３０～ 定例理事会

８

水

第１４２０回 例会 地区協議会報告及び新年度活動方針

委員長各位はご準備をお願いします。

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・他
r・Art.Kaede Miho´s house 他

「ロータリーに輝きを」
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2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン
他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他

